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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期第2四半期 5,360 ― △3,737 ― △3,789 ― △3,667 ―
20年11月期第2四半期 22,612 △8.4 983 △20.0 978 △21.5 752 △23.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年11月期第2四半期 △57.36 ―
20年11月期第2四半期 11.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期第2四半期 38,580 21,527 52.6 317.55
20年11月期 41,617 25,453 57.9 376.80

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  20,302百万円 20年11月期  24,093百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50
21年11月期 ― 0.00
21年11月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,900 △57.0 △6,700 ― △6,700 ― △6,700 ― △104.80
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第2四半期 68,075,552株 20年11月期  68,075,552株
② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  4,141,481株 20年11月期  4,133,030株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 63,938,823株 20年11月期第2四半期 63,953,890株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な金融危機の影響が実体経済に急速に波及する中で、輸出の減

少と急激な円高、消費の低迷などによって企業収益は著しく悪化し、設備投資が急速に冷え込みました。さらに、雇

用情勢の悪化に歯止めがかからず、深刻な景気後退が進みました。  

 こうした中で当企業グループは受注に注力するとともに、全社の業務効率化とコスト削減を図りました。製造部門

では作業改善・技能向上教育を強化し、繊維機械製造部門のスリム化と工作用機器製造部門の生産性向上を進めまし

た。繊維機械事業および工作用機器事業に、それぞれの販売部門と技術開発部門を統括して管理する繊維機械部・工

機部を新設し、販売部門と技術開発部門相互のコミュニケーション強化と意思決定の迅速化によるパフォーマンスの

強化を図りました。さらに間接業務の効率化を図るために、資材調達の電子発注システム（WebEDI）の構築（７月稼

動）や間接業務効率化プロジェクトを進めました。一方、新たな事業の構築に向けた組織づくりを進めました。１月

には、複合素材関連の装置開発等を主目的とした新規事業部を新設したほか、鋳造鋳物事業の外部販売を拡大するた

めに従来の製造部製造第３部（鋳造部門）を製造部から独立し、鋳造事業部を新設いたしました。 

 しかしながら、世界的な設備投資低迷の影響は避けられず、受注・生産・売上ともに大幅に減少し、１月以降には

生産調整を余儀なくされるなど大変厳しい状況で推移いたしました。この結果、誠に遺憾ながら、当第２四半期連結

累計期間の受注高は4,829百万円（前年同期比71.8％減）と大幅に減少、売上高は、5,360百万円（前年同期比76.3％

減）となりました。損益面では、著しい操業の低下により収益は大幅に悪化し、営業損失3,737百万円（前年同期 営

業利益983百万円）、経常損失3,789百万円（前年同期 経常利益978百万円）となりました。事業別の状況は以下のと

おりであります。  

  

＜繊維機械事業＞  

 中心市場であります中国市場は、繊維製品の重要な輸出先である欧米先進国の景気後退などから繊維機械に対する

設備投資環境が著しく悪化いたしました。このため、当事業におきましては商談が停滞し、受注・売上ともに大幅な

減少を余儀なくされました。３月以降は、中国政府の大規模な景気刺激政策の効果から徐々に商談が再開され始めて

おりますが、当期間中には具体的な受注・売上には至っておりません。  

 こうした状況ではありますが、開発面では、当社が培ってまいりました製織技術を活かして、新たな素材への対応

や製品用途への対応の研究を進めております。  

 この結果、当事業の当第２四半期連結累計期間の受注高は3,291百万円（前年同期比72.6％減）、売上高は2,795百

万円（前年同期比84.1％減）と、大変厳しい状況となりました。また、操業の著しい低下により営業損失2,425百万円

（前年同期 営業利益540百万円）となりました。  

  

＜工作用機器事業＞  

 当事業の重要な販売先であります工作機械業界では、自動車産業の停滞に加えて、世界的な設備投資の減少によっ

て受注が急激に減少いたしました。この影響を受け、当事業におきましても新規受注の減少に加え、受注済み案件の

キャンセルや延期が相次ぎました。  

 開発面では当社の技術と実績を活かして、発電機の大型タービンを加工するための大型NC円テーブル（テーブル径

2000mm）・傾斜テーブル（同1500mm）の開発・販売を行い、エネルギー関連市場の開拓を進めました。  

 しかしながら、全体の減少を補うにはいたらず、当事業の当第２四半期連結累計期間の受注高は1,076百万円（前年

同期比75.4％減）、売上高は2,089百万円（前年同期比51.4％減）、営業損失871百万円（前年同期 営業利益436百万

円）となりました。  

  

＜その他事業＞  

 鋳鉄鋳物部門は外販受注活動に注力いたしましたが、景気後退の影響は大きく、低調に推移いたしました。この結

果、その他の事業の当第２四半期連結累計期間の受注高は461百万円（前年同期比41.2％減）、売上高は475百万円

（前年同期比36.2％減）、営業損失439百万円（前年同期 営業利益6百万円）となりました。  

 なお、平成21年１月には炭素繊維等の複合繊維素材の積層装置などの開発を行う、新規事業部を設立いたしまし

た。航空機メーカーの納期遅れの影響から、新規の受注にはいたっておりませんが、マーケット開拓と関連するお客

さまとの信頼関係の構築に努め、今後の成長につなげてまいりたいと存じます。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,036百万円減少し38,580百万円となりました。

主な増減は、売上高の減少に伴う売上債権の減少であります。負債は、前連結会計年度末に比べ889百万円増加し

17,053百万円となりました。生産の減少による仕入債務の減少があったものの、短期借入金及び長期借入金の借入に

よる増加に伴うものであります。純資産は、四半期純損失3,667百万円を計上したこと等から、前連結会計年度末に比

べ3,925百万円減少し21,527百万円となり、自己資本比率は52.6％となりました。 

  

 定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

津田駒工業株式会社（6217）　平成21年11月期第2四半期決算短信

3



(キャッシュ・フローの状況)  
当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が減少したものの、税金等調

整前四半期純損失3,792百万円の計上や仕入債務の減少等により、マイナス2,235百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出等によ

り、マイナス1,098百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入の返済による支出及び配当金

の支払等があったものの、短期借入及び長期借入による収入により、5,132百万円となりました。  

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、

1,798百万円増加し17,867百万円となりました。  

  

通期の業績予想に関しましては、一部に経済回復の兆しが報道されておりますものの、設備投資の急速な回復は見

込み難く、引き続き厳しい見方を崩すことはできません。当企業グループにおきましては、限られた案件を的確に受

注に結びつけるために、技術開発による差別化と、厳しい価格競争に対抗するためのコストダウンが欠かせないと考

えております。  

 繊維機械事業は、最大市場であります中国市場の設備投資の回復の動向を注視しなければなりません。中国市場で

はフィラメント織物の在庫調整が一段落したといわれ、ウォータジェットルームの商談が具体化する動きが見られて

おります。本格的な回復基調とはいえませんが、製品仕様や価格面での十分な検討を行いながら、受注確保に向けて

注力してまいります。一方で、中国の内需拡大が注目されておりますが、繊維製品に関しましては大きな変化は見ら

れず、欧米等先進諸国の消費回復が今後の大きな課題と判断しております。このため、通期業績につきましては、後

半には多少の改善の兆しを期待しておりますが、全体的には引き続き厳しい状況を予想しております。  

 工作用機器事業は、工作機械業界の受注の減少傾向に歯止めがかからず、その動向を注目しております。環境対応

自動車などで生産増加の兆しがありますが、さまざまな分野、市場の動向を注視しながら、受注の獲得に積極的にチ

ャレンジするとともに、価格競争が一層厳しくなる中、生産効率の改善とコストダウンに努めてまいります。また、

新製品でありますミーリングヘッドの市場開拓やインフラ関連、航空機関連などの大型製品の製品開発に注力してま

いります。なお、現時点の連結業績予想につきましては１ページおよび別紙「業績予想の修正に関するお知らせ」に

記載のとおりであります。  

  

（注）前年同期増減率（前年同期の金額）は参考値です。 

  
  

該当事項はありません。 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法または移動平均法による原価法によ

っておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号

平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として個別法または移動平均法による原価法(貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。  

 この基準の適用により営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ426百万円増加しており

ます。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

③ 広告宣伝用資産の計上区分の変更 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用するに際し、広告宣

伝用資産に関する当社の計上区分の見直しを行なった結果、第１四半期連結会計期間より、一部の広告宣伝用

資産について棚卸資産から固定資産へ計上区分を変更しております。  

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ27

百万円増加しております。また、四半期連結貸借対照表におきましては、棚卸資産が93百万円減少し、有形固

定資産の機械及び装置が同額増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,415 16,611

受取手形及び売掛金 3,231 6,523

有価証券 232 287

製品 1,094 848

半製品 702 818

原材料 376 542

仕掛品 731 1,713

その他 300 482

貸倒引当金 △24 △26

流動資産合計 25,060 27,803

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,893 4,010

機械装置及び運搬具（純額） 2,974 3,075

土地 3,891 3,891

建設仮勘定 604 597

その他（純額） 473 532

有形固定資産合計 11,837 12,106

無形固定資産 53 62

投資その他の資産   

投資有価証券 1,553 1,567

その他 489 523

貸倒引当金 △412 △446

投資その他の資産合計 1,630 1,644

固定資産合計 13,520 13,813

資産合計 38,580 41,617
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 757 1,769

短期借入金 5,540 3,540

未払法人税等 28 28

未払金 1,192 4,136

その他 1,134 1,414

流動負債合計 8,652 10,889

固定負債   

長期借入金 4,180 950

退職給付引当金 4,189 4,291

役員退職慰労引当金 31 32

その他 0 1

固定負債合計 8,400 5,274

負債合計 17,053 16,164

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,316 12,316

資本剰余金 10,354 10,354

利益剰余金 △1,010 2,753

自己株式 △1,235 △1,234

株主資本合計 20,425 24,190

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127 △67

繰延ヘッジ損益 3 △29

評価・換算差額等合計 △123 △96

少数株主持分 1,225 1,359

純資産合計 21,527 25,453

負債純資産合計 38,580 41,617
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
   【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 5,360

売上原価 7,530

売上総損失（△） △2,170

販売費及び一般管理費 1,567

営業損失（△） △3,737

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 10

還付加算金 9

その他 16

営業外収益合計 47

営業外費用  

支払利息 69

為替差損 17

その他 12

営業外費用合計 99

経常損失（△） △3,789

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産処分損 4

貸倒引当金繰入額 1

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純損失（△） △3,792

法人税、住民税及び事業税 7

法人税等調整額 △0

法人税等合計 6

少数株主損失（△） △131

四半期純損失（△） △3,667

津田駒工業株式会社（6217）　平成21年11月期第2四半期決算短信

7



 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △3,792

減価償却費 657

受取利息及び受取配当金 △21

支払利息 69

売上債権の増減額（△は増加） 3,186

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,033

仕入債務の増減額（△は減少） △3,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） △101

その他 △102

小計 △2,178

利息及び配当金の受取額 20

利息の支払額 △69

法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 50

有形固定資産の取得による支出 △1,097

投資有価証券の取得による支出 △48

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,098

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,000

長期借入れによる収入 3,400

長期借入金の返済による支出 △170

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △94

少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,798

現金及び現金同等物の期首残高 16,069

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,867

津田駒工業株式会社（6217）　平成21年11月期第2四半期決算短信

8



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

[事業の種類別セグメント情報] 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日） 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

 （１）繊維機械事業………織機、準備機、繊維機械部品装置 

 （２）工作用機器事業……工作機械アタッチメント、その他の機器 

 （３）その他の事業………電装機器、鋳造品等 

３ 第１四半期連結会計期間より、当社の営業費用の一部について、従来各セグメントの規模に応じて配分する

ために売上高比で配賦していたが、売上高の大幅な変動により、従来の配賦方法では各セグメントの規模と

乖離したものとなってきたため、内部管理上の配賦方法に準じた方法で各セグメントに配賦することに変更

している。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で営業費用

及び営業損失が75百万円増加し、「工作用機器事業」で営業費用及び営業損失が91百万円減少し、「その他

の事業」で営業費用及び営業損失が16百万円増加している。 

４ 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月

５日)が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、主として個別法または移

動平均法による原価法から、主として個別法または移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更している。  

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で277百万

円、「工作用機器事業」で143百万円、「その他の事業」で5百万円それぞれ営業費用及び営業損失が増加し

ている。 

５ 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月

５日)を適用するに際し、広告宣伝用資産に関する当社の計上区分の見直しを行なった結果、一部の広告宣

伝用資産について棚卸資産から固定資産へ計上区分を変更している。 

  これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「繊維機械事業」で12百万

円、「工作用機器事業」で14百万円それぞれ営業費用及び営業損失が増加している。 

  

[所在地別セグメント情報] 

当第２四半期連結累計期間においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店
がないため、その記載を省略している。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

繊維機械事業 
(百万円)

工作用機器
事業 

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,795 2,089 475 5,360 ―   5,360

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 2,795 2,089 475 5,360 （―） 5,360

営業損失（△） △2,425 △871 △439 △3,737 （―） △3,737
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[海外売上高] 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日） 

 
(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア…………中国、バングラデシュ他 

 （２）アメリカ………米国他 

 （３）ヨーロッパ……チェコ他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

該当事項はありません。 

  

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,036 352 122 105 2,617

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 5,360

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

38.0 6.5 2.3 2.0 48.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年12月１日
至 平成20年５月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 22,612 100.0

Ⅱ 売上原価 19,500 86.2

  売上総利益 3,111 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,128 9.4

   営業利益 983 4.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 18

 ２ 受取配当金 10

 ３ 雑収入 17 46 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 40

 ２ 為替差損 5

 ３ 雑支出 5 52 0.2

   経常利益 978 4.4

Ⅵ 特別利益

 １ 前期損益修正益 11

 ２ 貸倒引当金戻入額 0

 ３ 固定資産売却益 0

 ４ 投資有価証券売却益 192 204 0.9

Ⅶ 特別損失

 １ 貸倒引当金繰入額 1

 ２ 固定資産処分損 45 47 0.2

   税金等調整前中間純利益 1,134 5.1

   法人税、住民税及び事業税 365

   法人税等調整額 8 374 1.6

   少数株主利益 7 0.0

   中間純利益 752 3.5
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年12月１日
至 平成20年５月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 1,134

  減価償却費 648

  受取利息及び受取配当金 △28

  支払利息 40

  売上債権の増減額(増加:△) 1,358

  棚卸資産の増減額(増加:△) 468

  仕入債務の増減額(減少:△) △2,027

  貸倒引当金の増減額(減少:△) 12

  退職給付引当金の増減額(減少:△) △73

  役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △6

  その他 △380

小計 1,145

  利息及び配当金の受取額 27

  利息の支払額 △35

  法人税等の支払額 △696

  営業活動によるキャッシュ・フロー 440

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の増減額(増加：△) ―

  有価証券の取得による支出 ―

  有価証券の売却による収入 ―

  有形固定資産の取得による支出 △747

  有形固定資産の売却による収入 51

  投資有価証券の取得による支出 △14

  投資有価証券の売却による収入 553

  その他 △33

  投資活動によるキャッシュ・フロー △191

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の増減額(減少:△) △1,000

  長期借入による収入 1,100

  長期借入金の返済による支出 △60

  自己株式の取得による支出 △1

  配当金の支払額 △190

  少数株主への配当金の支払額 △2

  少数株主からの払込 49

  財務活動によるキャッシュ・フロー △105

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額(差損:△) △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 143

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,502

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 14,646
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[事業の種類別セグメント情報] 

前中間連結会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） 

 
(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

 （１）繊維機械事業………織機、準備機、繊維機械部品装置 

 （２）工作用機器事業……工作機械アタッチメント、その他の機器 

 （３）その他の事業………電装機器、鋳造品等 

  

[所在地別セグメント情報] 

前中間連結会計期間においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店がない
ため、その記載を省略している。 

  

[海外売上高] 

前中間連結会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） 

 
(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア…………中国、パキスタン、台湾他 

 （２）アメリカ………米国、ブラジル他 

 （３）ヨーロッパ……トルコ、イタリア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

(3) セグメント情報

繊維機械事業 
(百万円)

工作用機器
事業 

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,569 4,297 745 22,612 ―   22,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― （―） ―

計 17,569 4,297 745 22,612 （―） 22,612

営業利益 540 436 6 983 （―） 983

アジア アメリカ ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,050 719 863 376 17,009

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 22,612

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

66.6 3.2 3.8 1.6 75.2
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